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株式会社ネクスト 

 
 

HOME’Sを運営するネクスト、イースマイを吸収合併 
新築分譲マンション部門を強化 

 
 

株式会社ネクスト（本社：東京都中央区、代表取締役社長 井上高志、以下ネクスト社という）は、株式会社まぐクリ

ック（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 西山裕之、以下 まぐクリック社という）の子会社である株式会社イース

マイ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 西山裕之、以下 イースマイ社という）を吸収合併することになりました。 

 

ネクスト社は、情報技術を通じて世の中の人々の住生活を、より豊かで快適なものにすること、そして透明・中立・公

正なオープンマーケットの創造を実現し、「人と住まいのベストマッチングを図る」ことを理念として、国内最大級の不

動産ポータルサイト「HOME’S」（http://www.homes.co.jp）を運営しております。 
イースマイ社は、まぐクリック社と株式会社オプト（本社：東京都港区、代表取締役社長 鉢嶺登、以下 オプト社と
いう）の合弁会社であり、新築マンションを主とした会員向け不動産情報サイト「e-sumai.com」を運営しております。
不動産ディベロッパーのプロモーション手法と、購買層の情報収集手段としての web サイトやメール広告等の優位性を
活かし、最適な情報提供を行っております。 
ネクスト社はイースマイ社との合併により、イースマイ社に蓄積されたノウハウと営業資源を活用し、更なるサイトの

強化と充実をはかってまいります。 

まぐクリック社及びオプト社は、これを機会にネクスト社と連携し、インターネット広告代理事業におけるシナジー効

果の創出をはかってまいります。 
 

1. 合併の要旨 

(1) 合併の日程 
合併契約書承認取締役会   平成 17 年 2月 9 日 （ネクスト社・イースマイ社） 

合併契約書調印    平成 17 年 2月 9 日 （ネクスト社・イースマイ社） 

合併契約書承認株主総会  平成 17 年 2月 24 日 （予定）（イースマイ社） 

なお、ネクスト社は商法第 413 条ノ 3第 1 項（簡易合併）の規定により開催いたしません。 

合併期日   平成 17 年 4月 1日 （予定） 

合併登記   平成 17 年 4月 1日 （予定） 

 

(2) 合併の方式 
ネクスト社を存続会社とする吸収合併（簡易合併）による方式で、イースマイ社は解散いたします。 

 

(3) 合併比率 
会社名 ネクスト社 イースマイ社 

合併比率 1 3.5 



 
 

（注）1. 株式の割当比率 

イースマイ社の株式 1株に対し、ネクスト社の株式 3.5 株の割当を行います。 

2. 第三者機関による算定結果、算定方法および算定根拠 

合併比率につきましては、第三者機関である株式会社バリュー・リンク・リサーチにより算定し

た結果を参考として、合併当事会社間において決定したものであります。 

3. 株式交換により発行する新株式数 

 ネクスト社は、合併に際して、合併期日前日の最終のイースマイ社の株主名簿に記載又は記録さ

れた株主に対し、その所有するイースマイ社の普通株式 1株につきネクスト社の普通株式 3.5 株

の割合をもって割当交付し、その発行新株式の総数は、普通株式 1,428 株となります。 

(4) 合併交付金 
該当事項はありません。 

 

 
2. 合併当事会社の概要 

（1） 商号 株式会社ネクスト 

（存続会社） 

（平成 16 年 3 月 31 日現在） 

株式会社イースマイ 

（消滅会社） 

（平成 16 年 6 月 30 日現在） 

（2） 事業内容 不動産ポータルサイトの企画・運営

事業 

不動産情報サイトの運営 

（3） 設立年月日 平成 9年 3月 12 日 平成 14 年 12 月 4 日 

（4） 本店所在地 東京都中央区新川二丁目 3番 1号 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号 

（5） 代表者 代表取締役社長 井上 高志 代表取締役社長 西山 裕之 

（6） 資本金 157,410 千円 62,000 千円 

（7） 発行済株式総数 71,583 株 408 株 

（8） 株主資本 306,523 千円 58,055 千円 

（9） 総資産 657,558 千円 75,594 千円 

（10）決算期 3 月 31 日 12 月 31 日 

（11）従業員数 41 名 9 名 

（12）主要取引銀行 三井住友銀行、みずほ銀行 

東京三菱銀行 

三井住友銀行 

（13）当事者間の関係  

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

 

 
3. 合併後の状況 

(1) 商 号 株式会社ネクスト 

(2) 本 店 所 在 地 東京都中央区新川二丁目 3番 1号 

(3) 代 表 者 代表取締役社長 井上 高志 

(4) 資 本 金 187,590,958円 
(5) 決 算 期 3月 31日 



 
 
＜ご参考＞ 

 

1.まぐクリック社 

会社名 株式会社まぐクリック（大証ヘラクレス市場 証券コード 4784） 
所在地 東京都渋谷区桜丘町 26番 1号 セルリアンタワー 
代表者 代表取締役社長 西山 裕之 
設立日 平成 11年 9月 8日 
事業内容 インターネット広告事業 
資本金 13億 156万円（平成 16年 12月 31日現在） 
URL http://www.magclick.com/
持分比率 イースマイ社株 50.98％ 

 

1.株式会社オプト 

会社名 株式会社オプト（ジャスダック市場 証券コード 2389） 
所在地 東京都港区赤坂 3丁目 3番 3号 住友生命赤坂ビル 
代表者 代表取締役社長 鉢嶺 登 
設立日 平成 6年 3月 4日 
事業内容 eマーケティング事業 
資本金 4億 5565万円（平成 16年 12月 31日現在） 
URL http://www.opt.ne.jp/
持分比率 イースマイ社株 49.02％ 

 
 
 

以 上 
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ＴＥＬ：０３  
＜本件に関する報道関係からのお問い合わせ＞ 

株式会社ネクスト 管理本部 
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株式会社イースマイ（株式会社まぐクリック）   
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